
 

経営発達支援計画の概要 

実施者名 かほく市商工会（法人番号 ２２２０００５００７０６６） 

実施期間 平成２８年４月１日～平成３３年３月３１日 

目標 

(1) 繊維・鉄工産業を中心とした製造業者の技術力を活かした自立化・新需要
開拓・事業承継を支援することで経営持続力を強化する。 

(2) 県都金沢市に近く「住みやすさランキング上位」の立地条件や、地域の潜
在ニーズを活かす創業予定者に関わり創業・第二創業事業数を増やす。 

(3) 経営資源の強み、地域資源を活かした商品開発を促し販路開拓支援するこ
とで県内外にアピールできるニッチトップ、オンリーワン企業を増やす。

事業内容 

I. 経営発達支援事業の内容 

1.地域の経済動向調査に関すること【指針③】 

 会員アンケート調査、消費者ニーズ調査、各種調査情報の収集・分析を実施

し、これらを整理・分析し、小規模事業者の経営課題の抽出、事業計画策定

及び行政への提言要望に活用する。 

2.経営状況の分析に関すること【指針①】 

 小規模事業者の持続的な経営に向け、各種施策の積極的な普及 PR による経営

分析事業者の掘り起しと、経営状況の定量面からの把握・分析を行う。 

3.事業計画の策定支援に関すること【指針②】 

 経営計画作成支援セミナー、事業計画の策定支援、支援機関との連携及び専

門家の活用により事業計画の策定を支援する。 

4.事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

 事業計画を策定した先に対して、フォローアップによる進捗状況の確認や関

係機関との連携、専門家の活用により計画の実施支援及び課題解決を図る。

5.需要動向調査に関すること【指針③】 

商品ニーズ調査、消費動向調査、物産展・展示会での販売状況調査、各種調

査情報の収集を実施し、それらの情報を分析・整理・提供する。 

6.新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること【指針④】 

商品開発・新需要開拓等のため、行政、関連機関と連携して、「新製品開発事

業」、「アンテナショップの活用事業」および「展示会への出展等支援」を実

施する。 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取り組み 

地域イベント「かほく四季まつり」の更なる魅力向上策を実施することで、

地域内事業者の商品・サービス・技術・取り組みや地域資源を積極的に来場

者や地域住民へ PR。地域のブランド化、にぎわい創出等による地域経済活性

化をはかる。 

連絡先 

名称：かほく市商工会 

所在地：〒929-1215 石川県かほく市高松ク 42 番地 1 

 電話番号：076-282-5661 

 FAX 番号：076-282-5663 

 ホームページ URL ：http://www.kahoku.biz/ 

 メールアドレス  ：kahoku@shoko.or.jp 
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（別表１） 
経営発達支援計画 

経営発達支援事業の目標 

（１）かほく市の概要 

 かほく市は、石川県のほぼ中央に位置し、県都

金沢市の約 20～25km 圏内にある。北部では大海

川が日本海に、南部では宇ノ気川が河北潟に注い

でいる。山と川と海と湖に囲まれた自然環境を有

している。 

 古代には内陸部での農業や日本海沿岸部での

漁業を生活の糧として集落が形成され、江戸時代

には能登と加賀を結ぶ交通の要衝として宿場町

が形成されるとともに、廻船・水産業が盛んに行

われた。明治に織物業が定着し、その後、繊維工

業を主要産業として市街化が進み、平成 16 年 3

月七塚町、宇ノ気町、高松町の合併により誕生し、

現在に至っている。 

 平成 27 年の市の総人口は 34,946 人、世帯数は 12,165 世帯、１世帯当たりの人口は

2.87 人。15 年間の推移を見ると、人口は、ほぼ横ばい、世帯数は増加傾向を示してい

ることから、１世帯当たりの人口は減少しており、核家族化が進行。また人口構成比推

移を見ても、少子高齢化が進行している。 

 

 平成 12 年 平成 17 年 平成 22 年 平成 27 年 

人口総数(人） 34,670 34,847 34,651 34,946

世帯数（世帯） 9,820 10,536 11,084 12,165

１５歳未満（人） 5,455 5,381 5,091 4,799

１５歳～６４歳（人） 22,684 22,120 21,084 20,524

６５歳以上（人） 6,529 7,345 8,459 9,623

                    ※統計でみるかほく市２０１５ 

 

 かほく市では、かほく市総合戦略（平成２７年１０月策定）で、【地方における安定

した雇用を創出する】、【地方への新しいひとの流れをつくる】、【若い世代の結婚・

子育ての希望をかなえる】、【時代に合った地域をつくり、安心なくらしを守るととも

に、地域と地域を連携する】、【かほくオンリーワンの資源を積極的に活用し、活性化

の拠点をつくる】の５つの基本目標を掲げています。 
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平成１２年、石川県立看護大学が開学。大学周辺のかほく市学園台では住宅開発が進ん

でいる。 

 東洋経済社の「都市データパック：住みよさランキング」では 2014 年が全国７位、

2015 年が全国 9位と評価されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）かほく市の産業について 

 産業構造としては、平成２２年時点で、第一次産業２％、第二次産業３８％、第三次

産業６０％であり、近年は第三次産業の割合が高まっている。産業別では、第二次産業

の「製造業」の割合が国・県と比べて高く、本市の基幹産業となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１）工業について【現状と課題】 

日本有数の繊維資材生産地であるかほく市では、多様な繊維製品を生産している。そ

の中でも、たて糸に弾性糸を使用して織る“ゴム入り細幅織物”や“ゴム紐”は、全国

トップシェア（約 65％）を占めており、地域の雇用・経済面を支えている重要な地場産

業（会員数の２５％が繊維産業）です。しかしながら、衣料分野の資材としての用途が

大半を占める上、近年の円高傾向や東南アジアを中心とする低価格な海外製品の流入に

より、繊維事業者数は減少傾向にあり、業界を取り巻く状況は一段と厳しい。 
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 平成 23 年 平成24年 平成25年 平成26年 平成27年

かほく市内繊維事業者数 446 431 423 395 322

かほく市内繊維事業者の

製品出荷額（億円） 

272 295 268 -  - 

※かほく市内繊維事業者の製品出荷額は、従業員４人以上の事業所の合計 
石川県統計協会「石川県の工業 平成 23～25 年」（平成 26 年、27 年は現時点で未公表） 

 

繊維産業と並びかほく市の基幹産業である鉄工業・電子産業では、コンピューターの

小型化にいち早く着目した竹内繁が生まれ育った土地であり、竹内氏が起したウノケ電

子工業が現在の PFU 社、富士通 IT プロダクツ社の前身となり、世界最高速スーパーコ

ンピューター「京」の生産を担っている。手先が起用で創意工夫して商品作りする挑戦

心が、かほく市のものづくり DNA と言える。 

 しかしながら、企業数は年々減少を続けており、その多くが小規模事業者（下請企業）

ということで、経済情勢の変化（原材料費の上昇や製品単価の引き下げによる収益の減

少や受注量の減少等）に対応できない企業体質（経営基盤の脆弱化や専門知識・技術を

持つ人材不足等）が主な要因と考えられる。 

 下請け構造下と先行きの不安感もあり次世代への事業継承を考える事業者は少ない。

仕事があっても受け継ぐ人にバトンタッチされない懸念がある。 

 

２）商業について【現状と課題】 

大店舗の進出（平成２０年秋、北陸最大規模の「イオンかほくショッピングセンター」

が開業）や生活圏の拡大に伴い、地域の小売り事業者数は年々減少傾向にある。かほく

市商業協同組合（スタンプ会）の発行ポイント数は、2008 年度：17,097,080 → 2013

年度：14,624,869 [▲14%]で減少している。市内の消費者は、市内外の大型複合店へ

流れる傾向が大きく、小規模事業者は集客に苦慮している。賑わいあふれる街づくりの

ためには、魅力ある個店の育成と事業を継続できる持続的発展力を持つ事業者の育成が

必要となっている。 

 

 平成 14 年 平成 16 年 平成 19 年 平成 24 年 

商店数（店） 427 391 373 288

従業者数（人） 1,966 1,861 1,845 1,760

商品販売額（百万円） 36,755 33,051 35,872 37,444
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３）かほく市の魅力と地域資源 

①哲学者として、世界的に知られる西田幾多郎博士の生誕の地です。 

 

 
 

②日本海に面して、白砂青松の海岸線が続く。夕陽を愉しむ最良のロケーションは、観

光スポットとして人気を集めている。 

 

③豊富な特産品を有する。 

・ホクホク甘いさつまいも「かほっくり」 

・シャキシャキした食感の 「砂丘地長いも」 

・上品な味わいの「紋平柿」 

・糖度の高さが評判 「すいか」 

・砂丘地で作られる 「青首だいこん」 

・約 90 年の歴史を持つ「高松ぶどう」 

 ぶどうについて、かほく市は葡萄の最高峰品種である「ルビーロマン」の生産地でも

ある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上記①～③の足元の宝（自社の強み、地域の特徴）を持ちながらも活かしきれていない。

 

高級ブドウ「ルビーロマン」の贈呈を受ける安倍首相 （写真：Yomiuri Online より） 
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（３）当商工会の事業者支援の現況と課題 

下記のとおり、当会地区内の小規模事業者について、組織率は維持し

ているものの小規模事業者数は年々減少傾向にある。ここ数年の廃業

脱退理由として、代表者の高齢化による事業断念が増加している。 

 

 平成 17 年 平成 22 年 平成 27 年 

かほく市内事業者数 2,063 1,950 1,587 

かほく市内小規模事業者数 1,924 1,713 1,335 

会員数、組織率（％） 1,490（72%) 1,286 (66%) 1,119 (71%) 

 

 
 

管内人口 

商工業者

等合計 
商工業者の業種別内訳 定款会員に

なり得る事

業所等 建設 繊維 機電 卸小売 サービ

ス 

その他 

34,651 1,587 271 322 187 344 456 7 - 

※かほく市商工会 平成２６年度末 商工業者数の業種別内訳 

 

 

会員事業者 

（計） 

会員事業者の業種別内訳 定款会員に

なり得る事

業所等 建設 繊維 機電 卸小売 サービ

ス 

その他 

1,119 210 267 152 193 254 5 38-

※かほく市商工会 平成２６年度末 会員事業所の業種別内訳 

 

 

これまで当商工会は、金融・税務・労務相談等の経営改善普及事業を中心として地域

の小規模事業者の経営基盤の安定に注力してきたが、当該事業者を巡る経営環境は厳し

さを増し、従前の経営改善普及事業をメインとする指導では環境変化を乗り超えること

のできる事業者の育成に対応できなくなってきており、経営力強化を目的としたそれぞ

れの課題を解決するための支援に取り組み始めたところである。 

 

現在、当会の支援体制が抱える課題として、下記の３点があげられる。 

（課題１）小規模事業者と地域の経済環境に関する実態把握が不十分 

（課題２）多くの小規模事業者が課題解決を必要としているが、事業所の掘り起しが

不十分であり、対応の遅れがある。 

（課題３）小規模事業者の経営課題の把握とそれを解決するための計画的継続的な支

援ができていない。 
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現況及び課題を踏まえた当商工会の「小規模事業者の中長期的な振興のあり方」は、

次のとおり 

 

【小規模事業者の中長期的な振興のあり方】 

 かほく市は、国内の他の地域同様に人口減、少子高齢化による消費減少、さらに大手

資本の進出等の影響を受け売上が減少している事業者が多い中、成長企業も存在する。

自社の強みを活かす適切な市場に向け、当たり前のことをやり抜く事業者が成長してい

る。下請け、受け身の営業姿勢から、市場を創出するぞ！との意気込みで伸ばせる可能

性を持つ事業者も多い。また、域内にある優れた資源や地域の特性を活かした特徴を持

たせる事が持続性を高め、さらに成長を促す事になる。事業者に気づきを与え、将来に

対する希望を持たせ、目標を持って経営する力をもたらす。「実情を深く知り、現実的

に、積極的に関わり挑戦を促す」ことが中長期的な小規模事業者支援につながる。 

 

【地域の課題を踏まえた経営発達支援計画の方針・目標について】 

 「実情を深く知り、現実的に、積極的に関わり挑戦を促す」という中長期的な小規模

事業者支援の考え方の下、本計画においては、以下の目標、実施方針で事業を実施す

る。 

 

【目標】 

(1) 繊維・鉄工産業を中心とした製造業者の技術力を活かした自立化・新需要開拓・事
業承継を支援することで経営持続力を強化する。 

(2) 県都金沢市に近く「住みやすさランキング上位」の立地条件や、地域の潜在ニーズ
を活かす創業予定者に関わり創業・第二創業事業数を増やす。 

(3) 経営資源の強み、地域資源を活かした商品開発を促し販路開拓支援することで県内
外にアピールできるニッチトップ、オンリーワン企業を増やす。 

 

【実施方針】 

経営持続力の強弱と後継者の有無の組み合わせによる４ゾーンで支援方針を区別する。
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（１）重点的に支援する前向きな事業者と、経営力の乏しい基本からの事業者を区別し

て関わる。 

[A:活力がある前向きな事業者] 

地域産品や地域資源を活用して高付加価値商品を作り出させてニッチトップを目指

す。産学官連携、農商工連携、事業者間連携、大手企業との連携を促進し、商圏範

囲が狭くともニッチ市場でナンバーワンを目指させる。 

（重点支援：事業計画立案とフォロー、需要動向調査、販路開拓、情報発信） 

 

[B:経営持続力があるものの後継者不在の事業者] 

現事業の将来性を評価した上で、事業の魅力を伝える情報発信を支援することで事

業承継計画を促す。 

（重点支援：経済動向分析、経営分析、事業承継計画立案とフォロー） 

 

[C:経営基礎力向上に注力できる事業者] 

若手経営者もしくは次の後継者に対して、経営基礎力を鍛える。事業計画策定とは

別に日々の事業を推進させる知識とマネジメント力をつけさせる。 

（重点支援：経済動向分析、経営分析、事業計画立案とフォロー、需要動向調査、

販路開拓、情報発信） 

 

[D:経営持続力が乏しく、後継者不在の事業者] 

現事業の将来性を評価した上で事業承継計画を促す。 

（重点支援：経済動向分析、経営分析、事業承継計画立案とフォロー） 

 

（２）全国的にも数少ない繊維産業集積地帯としてもメリットを活かす。石川県や繊維

組合を巻き込む事で、コネクターハブとして新たな取引形態を創造する可能性を持

っている。発注者からみて安心して仕事を任せられる産地となることで機会ロスを

防止する。（点から面へ発展するよう横のつながりを強化する） 

 

（３）地域資源と地理的優位を活かして周辺地域の事業者、大学や行政機関との交流を

深めることで地域経済の活性化を図る。 

 

上記目標の達成のために、今後、当会が取り組む施策内容および実施期間について

は、次頁以降に詳細を記載する。 
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経営発達支援事業の内容及び実施期間 

 

（１） 経営発達支援事業の実施期間 

平成２８年４月１日 ～ 平成３３年３月３１日 

 

（２）経営発達支援事業の内容 

I.経営発達支援事業の内容 

 1.地域の経済動向調査に関すること【指針③】 

（１）事業目的 

小規模事業者の持続的な発展のためには、需要と供給の関係を理解することが重要で

あり、そのためには管内の経済動向を把握することが必要不可欠である。これまで、当

会では景況調査のみ実施していたが、より詳細な地域経済動向等の調査を行い、小規模

事業者にとって効果的な営業活動となるよう経営環境や供給側の情報を伝え、経営の判

断材料として役立ててもらうと共に、当会の更なる事業推進（伴走型の経営指導、提言

要望等）に向け、以下の事業を実施する。 

（２）事業内容 

１）行政・金融機関等実施の各種調査情報の収集 

中小企業基盤整備機構、石川県、石川県商工会連合会、日本政策金融公庫等金融機関

が行っている経済情勢調査のデータを収集し、石川県内の経済動向を分析する。まと

めた分析結果は、会報およびホームページに掲載すると共に事業所への巡回や窓口相

談の折りに紙面やタブレットで情報提供し、外部環境の変化について理解を進め、経

営判断に利用してもらう。 

①出所 

中小企業景況調査報告書（石川県商工会連合会） 

石川県の工業（石川県） 

北陸三県中小企業動向調査結果（日本政策金融公庫） 

中小企業景況調査報告書（中小企業基盤整備機構） 

民間金融機関等の景況調査結果 

  ②提供項目 

   業界に関連する主要指標（鉱工業生産指数、新設住宅着工戸数、月間公共工事請

負、大型小売店販売額、有効求人倍率等） 

２）地域内小規模企業会員に対する調査（※新規調査） 

 本会商工会員１１１９事業所の中から地域内小規模会員１００事業所に対して、

年１回、経済動向を問うアンケートを行い、回答データの集計・分析を行い、分

析結果は会報、商工会ホームページに掲載すると共に、事業所への巡回時や窓口

相談の折りに紙面あるいはタブレットで情報提供し、外部環境の変化について理

解を進め、経営判断に利用してもらうと共に、経営分析及び事業計画策定等にも

活用してもらう。 

①業種別の調査対象事業所数（当会の部会で分類） 

   繊維２０、機電化２０、建設２０、商業２０、サービス２０ 

   計１００事業所 
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②調査項目 

   売上状況、仕入状況、需要動向、利益状況、資金繰り状況 

   設備投資、経営上の課題・問題点、商工会への要望 

 ３）消費者ニーズ調査（※新規調査） 

当地域の消費者を対象とした「消費者アンケート調査」を年に１回実施する。市内の

小学校、中学校の協力を得ながら保護者(100 名以上)を対象とした消費者調査を実

施することで消費者心理マインド分析に発展できる調査を行なう。 

（調査項目） 

・品目別の購買先（地元商店、大型店、市外等）、購買価格帯、数量等 

・欲しいと思う商品・サービス 

回答データの集計で購買力流出率、消費者ニーズ等の分析を行い、分析結果は会報、

ホームページに掲載する。また、窓口相談時、巡回指導に事業者に提供する。また、

後述の「５．需要動向調査に関すること」にも活用する。 

４）成長企業の景況レポート調査（※新規調査） 

最低、年に３社以上の景気に左右されていない成長企業を訪問してインタービューを

行ない、当たり前のことを当たり前に実施している「成長企業の取組みレポート」を

作成する。調査分析した結果は会報、ホームページに掲載する。また、窓口相談時、

巡回指導に事業者に提供する。 

  

（目標） 
支援内容 現状 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 

地区内小規模事業者経済動向

調査の実施回数 
未実施 1 1 1 1 1

消費者アンケート回答数 未実施 100 100 120 120 140

消費者アンケート回収率 未実施 65% 65% 70% 70% 75%
成長企業の景況レポート 未実施 3 3 4 4 5
各機関が実施する景況調査 

（取りまとめ回数） 
0 1 1 1 1 1

巡回・窓口での調査結果の 

提供事業者数 
30 40 45 50 55 60

 

 

2.経営状況の分析に関すること【指針①】 

（１）事業目的 

小規模事業者の経営基盤の強化を図るためには、まずは個々の経営状況を把握するこ

とが必要不可欠である。しかし、企業の財務分析を行うにしても、経営状況等を確認す

る必要があり、関係の薄い企業には何らかのきっかけや目的、信頼が必要である。また、

これまで、当会では、金融、税務の相談・指導など、限られた事業者の経営状況を見る

ことはあったが、分析・指導までには至っていなかったことから、今後はより多くの企

業の経営状況を把握・分析し、管内小規模事業者の持続的経営に向けた伴走型支援を行

うため、以下の事業を実施する。 

（２）事業内容 

 １）経営発達支援事業を中心とする施策の積極的な普及 PR 

  経営状況分析を行うに際し、関係の薄い企業には何らかのきっかけや目的が必要な
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ことから、小規模事業者の持続的な経営に向け経営発達支援事業を中心とする各種

施策を積極的に普及 PR することで、同事業への参画（経営分析）につなげる。こ

のために、以下を実施する。 

①会報、ホームページによる PR 

②小規模事業者持続化補助金申請の PR 

③小規模事業者持続化補助金等の取り組み事例の紹介での PR 

④創業塾、各種セミナー、相談会、販路開拓事業等での PR 

  ⑤巡回・窓口相談の際、より詳しく説明することで、同事業への参画者の増加を図

る。 

 

 ２）経営状況の把握に伴う経営分析の実施 

上記１）による参画者（経営分析）に対して、収益性・安全性・生産性等の財務

分析にて定量的に示す。また、定性分析として SWOT 分析（強み、弱み、機会、脅

威）およびポジショニングマップ（価格と機能性、機能性と感性／実用性などの

２軸）を用いて市場における位置づけを分析する。 

 また、一目でわかるグラフ等の分析資料を積極的に見える化する。 
（例）季節変動が大きな事業者であっても、12 ヶ月移動平均グラフ等を用いる事でじり貧傾向で

あることが一目でわかる。 

なお、専門的な分析については、専門家派遣制度も活用する。これにより、経

営計画の策定につなげる。 

 
■「見える化」のイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３）分析結果の活用方法 

経営状況の客観視により、小規模事業者が自社の強み、特徴を活かした事業ドメイ

ンと経営課題を認識させる。さらに具体的な目標を定めることが、経営課題の解決

に向けた動機付けとなる。事業計画策定に関心を持たせるとともに、小さくともニ

ッチトップを目指す事業者を選定し、当地におけるビジネスモデルづくりの為に活

用する。また、分析した経営情報については、データベース化し、当会内で情報共
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有し今後の経営指導につなげる。 

 

（目標） 
支援内容 現状 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 

巡回指導先数 

（小規模事業者） 

485 500 510 520 530 540

窓口指導先数 

（小規模事業者） 

363 370 375 380 385 390

経営分析先数 40 45 50 55 60 70

 

 

 3.事業計画策定支援に関すること【指針②】 

 

小規模事業者が経営課題を解決するため、上記「１．地域の経済動向調査」、上記「２．

経営状況の分析」、後述の「５．需要動向調査」等の結果を踏まえ、具体的事業計画策

定支援及び各種専門家や石川県、石川県商工会連合会、石川県産業創出支援機構、金融

機関等とも連携し、伴走型の指導・助言を行い、小規模事業者及び創業・第二創業者の

事業の持続的発展、また、より円滑な事業承継のための事業計画策定を支援する。 

 現状においては、同様の事業について、個別的には行っているものの、特に小規模事

業者の内部環境に比重を置いた事業計画の策定支援にとどまっており、その結果、市

場・顧客ニーズを捉えきれないような取り組みも見られていることから、本事業の実施

により、前述の「１．地域の経済動向調査」及び後述の「５．需要動向調査」を中心と

した外部環境の調査・分析結果を有効に活用することで、より市場・顧客ニーズを捉え

た実現性の高い事業計画の策定支援を遂行することができ、小規模事業者の技術の向

上、新たな事業分野の開拓その他の小規模事業者の経営の発達に特につながるものであ

る。 

 

（１）既存の小規模事業者に対する支援 

１）事業内容 

  ①事業計画策定等に関するセミナー、個別相談会の開催等により、商品・サービス

やターゲットの見直しによるビジネスモデルの再構築に向けた事業計画策定を

目指す小規模事業者の掘り起しを行う。 

  ②巡回・窓口指導時に、小規模事業者からの相談等を受けると共に、事業計画策定

を目指す小規模事業者の掘り起しを行う。 

  ③特に、自立化を目指す繊維・鉄工を中心とした製造業者や地域資源を活用した商

品開発等を計画している企業については、事業計画の策定と具体的実施に係る伴

走型支援を実施する。 

  ④事業計画策定を目指す小規模事業者の他、金融・税務・労務等相談、商品開発や

販路開拓等の各種補助金申請時に事業計画の策定支援を行う。 

  ⑤事業承継に関する相談会の開催及び巡回・窓口指導を通じて、事業承継の悩みを

抱える小規模事業者の掘り起しを行う。 

  ⑥事業承継の悩みを抱える小規模事業者の、第三者への事業譲渡等についての相談
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の際は、事業引継ぎセンター（石川県産業創出支援機構）と連携し、事業承継計

画を策定支援する。 

  ⑦事業計画策定支援の具体的な手段として、前述の「１．地域の経済動向調査」、

「２．経営状況の分析」、後述の「５．需要動向調査」の分析結果等を踏まえ、

SWOT 分析等の各種フレームワークを活用し、中小企業診断士・税理士等の専門

家の協力を得て、より実現性の高い事業計画策定を支援する。 

 

（目標） 
支援内容 現状 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 

既存事業者向けセミナー 

個別相談会開催回数 

2 2 3 3 4 4

事業承継セミナー 

開催回数 

0 1 1 1 1 1

事業計画策定支援 

事業者数 

40 40 45 50 55 60

事業承継支援者数 0 1 2 3 4 5

 

（２）創業者（創業予定者、第二創業者を含む）に対する支援 

１）事業内容 

  ①かほく市の広報誌・ホームページを活用して創業相談窓口の PR を行うと共に、

公共施設・地域金融機関の店頭への PR ポスター掲載等により地域の支援対象者

の掘り起しを行う。 

  ②市と連携し、創業希望者に対して、創業支援セミナー・創業計画策定セミナー・

個別相談会を開催し、創業希望者の知識向上をはかる。また、実際の創業段階に

当たっては、創業資金調達のための金融支援や国・県・市やその他関係機関の行

う補助金等の支援施策等を周知するとともに、それら施策の具体的活用手法等の

提案型の個別的指導を行う。 

  ③事業計画策定支援の具体的な手段として、前述の「１．地域の経済動向調査」、

「２．経営状況の分析」、後述の「５．需要動向調査」の分析結果等を踏まえ、

SWOT 分析等の各種フレームワークを活用し、中小企業診断士・税理士等の専門

家の協力を得て、より実現性の高い事業計画策定を支援する。 

 

（目標） 
支援内容 現状 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 

創業セミナー・個別相談会

開催回数 

0 1 1 1 1 1

創業支援事業者数 2 3 4 4 5 5
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 4.事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

（１）事業目的 

平成２７年度において、当会では小規模事業者持続化補助金、創業補助金等の申請支

援として、事業計画策定支援を４０件実施し、事業者の求めに応じ、その後の計画実施

支援を行っている。しかし、不定期になりがちでいずれも十分なフォローアップとなっ

ていない。これからは、上記３の事業計画策定支援事業者に対して、定期的に訪問して

計画のフォローアップを行う。 

 支援にあたっては、石川県商工会連合会、よろず支援拠点、ミラサポの専門家と連携

していくなど、小規模事業者の課題に応じた伴走型の指導・助言を行い、小規模事業者

の持続化発展を支援する。 

 

（２）事業内容 

 １）事業計画策定後のフォローアップ 

  事業計画策定後に、四半期に１度巡回訪問し、ヒアリングと資料確認により進捗状

況のチェックを行うとともに、その時々の課題解決に必要な指導・助言を行う。高

度かつ専門的な指導・助言が必要と判断した場合、石川県商工会連合会、よろず支

援拠点、ミラサポの専門家等、課題に応じた専門家を活用した支援を行う。 

 

 ２）事業承継計画策定後のフォローアップ 

  事業承継計画策定後に、四半期に１度巡回訪問し、ヒアリングと資料確認により進

捗状況のチェックを行うとともに、その時々の課題解決に必要な指導・助言を行う。

高度かつ専門的な指導・助言が必要と判断した場合、石川県商工会連合会、よろず

支援拠点、ミラサポの専門家等、課題に応じた専門家を活用した支援を行う。 

 

 ３）創業計画策定後のフォローアップ 

  創業計画策定後１年間は毎月巡回訪問指導あるいは窓口指導を行い、２年目以降は

通常の巡回指導の中で対応する。ヒアリングと資料確認により進捗状況のチェック

を行うとともに、経営全般・マーケティング・金融・雇用・税務等の課題解決に必

要な指導・助言を行う。高度かつ専門的な指導・助言が必要と判断した場合、石川

県商工会連合会、よろず支援拠点、ミラサポの専門家等、課題に応じた専門家を活

用した支援を行う。 

 

（目標） 
支援内容 現状 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 

事業計画策定後のフォロ

ーアップ対象者数 

40 40 45 50 55 60

事業承継計画策定後のフ

ォローアップ対象者数 

0 1 2 3 4 5

創業計画策定後のフォロ

ーアップ対象者数 

2 3 4 4 5 5
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 5.需要動向調査に関すること【指針③】 

小規模事業者は大企業からの下請的業務が中心であったため「売れる商品を作る」と

いう視点に欠けているケースが見受けられる。買い手のニーズを踏まえたものでないと

なかなか成果につながらない。当会では、小規模事業者に対してこれまでいくつかの統

計資料にもとづいた需要動向調査をおこなっていたものの、分析、整理にあいまいさが

あり、実際の支援に活かせないケースが多かった。 
今回、小規模事業者に対し、いわゆるマーケットインの考え方を浸透させることを目

的に、新たな販路を開拓や新商品の開発にあたり有効に活用することができる情報が得

られるような調査・分析を実施する。 

 

（１）各種調査結果に基づいた需要動向の把握 

   行政を始めとした関係機関の各種調査情報等（家計調査、消費実態調査、物価統

計、トレンド情報他）、住宅着工統計（国土交通省）、新車販売台数（日本自動車販

売協会連合会）等の業界動向の調査結果に加えて、オンライン上で無料公開してい

る POS データレポート、当会が実施する消費者ニーズ調査（前述の「１．地域の経

済動向調査に関すること」）の中から、小規模事業者が販路開拓、拡大するうえで

必要となるマーケット情報を収集（当会が伴走支援）、当会が分析・整理して提供

することで、需要動向や商品・サービス、消費者ニーズ・トレンドを把握する。 

 

１）需要動向把握に用いる資料と調査項目 

調査名 実施機関 把握する具体的項目 

日経 POS 情報 日経テレコン 売れ筋商品ランキング 

KSP-POS 

データレポート 

㈱KSP-SP マーケットトレンドレポート、テーマレポート、新

商品売れ筋ランキング 

消費者ニーズ調査 「１．地域の

経済動向調査に関すること」 
かほく市商工会 商品・サービスに対する消費者の潜在

ニーズ 

 

２）活用方法 

   調査結果を小規模事業者に対して、巡回・窓口相談時に紙面またはタブレット端

末で提供する。具体的なターゲット顧客層の絞り込み、顧客のニーズを把握した

うえで、経営計画策定や販路開拓、新商品・サービス開発に活用する。 

 

（目標） 
支援内容 現状 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 

各種調査結果に基づいた 

情報提供事業者数 

42 45 52 58 65 70

 

 

（２）販路開拓にあたっての需要動向の調査 

小規模事業者が販売・提供する商品・サービスに対するターゲット顧客のニーズ・

需要を主に定性的に把握するための調査・分析を行う。 
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 １）事業内容 

  ①調査項目 

   「ニーズの高い商品・サービス」、「価格帯」、「数量」、「評価の高い商品デザイン・

パッケージデザイン」など、顧客のニーズ、需要、嗜好性、購買行動等に関する

調査を行う。 

②調査の手段 

   ⅰ）「繊維総合見本市ジャパンクリエーション」、「ギフトショー」等の展示会、

各種物産展等に出展する事業者の商品を対象に、アンケート、ヒアリング等の

手法により収集・分析する。 

    ⅱ）後述の「６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること」で記載のか

ほく市アンテナショップ「道の駅高松」で出品、販売する事業者の商品を対

象に、全国からの旅行客等にアンケート、ヒアリング調査を行う。 

  ③活用方法 

   調査結果の個別的な提供により、小規模事業者は、ターゲットの具体的な顧客像

を絞り込み、ターゲット顧客のニーズ・需要・嗜好性や購買行動が明らかになり、

ターゲットに対する商品・サービスの訴求ポイントが明確となる。商品パッケー

ジデザインやチラシ、ホームページなどの販売促進ツールの作成など、効果的な

販売促進施策の展開に活用する。 

 

（目標） 
支援内容 現状 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 

販路開拓に当たっての需要動

向調査 情報提供事業者数 
10 13 15 17 18 20

 

 

 6.新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること【指針④】 

 

（１）事業目的 

・小規模事業者は人的資源が乏しく、一般的には大企業のような組織的運営が困 難

な状況にあることから、「営業力・販売力の強化」や「新規顧客獲得・販路開拓」等

が最大の経営課題となっている。 

・当会地区内は、繊維・鉄工業を中心とした製造業が地場産業であるが、下請け企業

が多く、自社の独自製品を持つ企業が少ない。一方、当会地区は海の幸・山の幸の

地域資源が豊富で、特産品を扱う小規模事業者が多い。商品開発・新需要開拓等の

ため、行政、関連機関と連携して、「新製品開発事業」、「アンテナショップの活用事

業」および「展示会への出展等支援」を実施する。 

 

（２）事業内容 

１）かほく市新製品・特産品開発事業の活用 

  ①目的と支援内容 

   ・繊維・鉄工業を中心とした製造業は、当会地区の地場産業であるが、下請け

企業が多く、自社の独自製品を持つ企業が少ない。技術力を活かした自立化・
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自社製品開発・新需要開拓等のため、近年、健康・高齢化対応商品のニーズ

が高まっている背景を踏まえて、「健康・高齢化」をテーマとして行政、石川

県立看護大学、石川県工業試験場と連携して、「かほく市新製品・特産品開発

事業」を活用して、これら小規模事業者の販路開拓・拡大を支援する。 

   ・当会地区は海の幸・山の幸の地域資源が豊富で、特産品を扱う小規模事業者

が多い。「食と健康」をテーマとして行政、JA 石川かほく、石川県立看護大

学と連携し、「かほく市特産品開発事業」を活用して、これら小規模事業者の

販路開拓・拡大を支援する。 

 

具体的には、地域資源を活かしたかほく市内産品をかほく市新商品・特産品と

して認定し、全国に向けて情報発信することで、認定された商品の魅力向上や、

生産事業者の知名度向上をはかる。 

 

②効果 

上記の取り組み及び「地域の経済動向調査」で実施する「アンケート調査」で

得られるデータを提供する等により、事業者の販売促進に寄与して、売上増加が

見込める。また、かほく市ホームページでの紹介やかほく市が出展する物産イベ

ント等にて優先的に出品される。 

 

③目標数値 
支援内容 現状 28年度 29年度 30 年度 31 年度 32 年度

かほく市新製品認定事業者数 1 2 2 3 3 3

かほく市新製品認定事業者の 

売上増加率 

- +1% +1% +1% +1% +1%

かほく市特産品認定事業者数 1 2 3 4 4 4

かほく市特産品認定事業者の 

売上増加率 

- +1% +1% +1% +1% +1%

    ※かほく市新製品認定事業者、かほく市特産品認定事業者とも、毎年１％の売上増加を 
      見込む。 
 

２）かほく市アンテナショップを活用した販路開拓 

 ①目的と支援内容 

  道の駅高松（のと里山海道高松 SA）は平成 25 年 3 月 31 日の「のと里山海道」全

線無料化に併せてリニューアルオープンし、上り線「里山館」、下り線「里海館」の

名称で営業している。同館は、かほく市、かほく市商工会、JA 石川かほくの出資に

よる株式会社が運営し、特産品販売や情報発信の拠点として活用している。現在、

売場内には、当会地域の小規模事業者として、地場産業の繊維企業 19 社が出店する

「繊維直売コーナー」と、お菓子屋さん 8 店舗が出店する「かほく市のお菓子特産

コーナー」を設置し、販路拡大に取り組んでおり、のと里山海道の無料化以降、以

下のように売上を大きく伸ばしている。 

 

年度 21 年度 22 年度 23 年度 24 年度 25 年度 26 年度 27 年度(4～12 月)

売上（千円）  3,442  3,003  2,765 2,205 10,069 9,065 7,633 
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平成 27 年 3 月 14 日、北陸新幹線の開業後、関東圏からの旅行者が大幅に増加、

レンタカーを借りて、金沢から能登方面を旅行する人々も大幅に増えており、道の

駅高松のアンテナショップとしての重要性が増している。行政及び道の駅高松と連

携し、専門家も交えて、レイアウトの見直しや製品、特産品のブラッシュアップを

はかり、個々の小規模事業者の販路拡大を図る。 

  他方、道の駅高松の出店エリアには限りがあり、現状では出店希望事業者が順番

待ちになっている。このため、アンテナショップの新たな拠点づくりに向けて取り

組み、事業者の出店を促し、販売促進につなげる。 

 ＜具体例＞ 

 ・かほく市と能登のアクセス向上に向けて建設中の河北縦断道路（一部供用中）に

面したかほく市の施設や空き家、廃屋を活用した拠点づくり 

 ・県外では、東京銀座の石川県アンテナショップの利用促進 

 

②効果 

事業者の販売促進に寄与して、売上増加が見込めるとと共に、関東圏からの旅行

者をはじめとする多くの人々の消費動向、商品に対する要望、消費ニーズを知る機

会を得る事ができ、今後の商品・特産品づくりに役立つ。 

 

 

③目標数値 
支援内容 現状 28年度 29 年度 30年度 31 年度 32 年度 

道の駅高松で販売する、か

ほく市内事業者数 

27 28 28 29 29 30

道の駅高松以外で販売す

る、かほく市内事業者数 

0 2 2 3 3 4

道の駅高松の売上高(かほ

く市内事業者) （千円） 

41,000 42,000 43,000 44,000 45,000 45,000

 

３）物産展等イベントの周知・活用 

  ①目的と効果 

   県内および全国への販路開拓・拡大に寄与することを目的に、商工会をはじめ

とした各支援機関や金融機関等のマッチングイベント・物産展を活用する。これ

により、小規模事業者を営業面で支援することが可能となる。 

②支援内容 

各支援機関等が開催する物産展や商談会を小規模事業者へ紹介し、活用を促す。

具体的には、取引内容（対事業者向けビジネスマッチングか、対消費者向け商品

販売か）、販売展開していきたい市場（首都圏や全国向けか、対消費者向けか、県

内もしくは北陸３県向けか）等に応じて、以下の事業を実施する。 
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取引内容 対象市場 方法 事業名 
 

 

 

 

 

ビジネスマッチング

（B to B） 

 

全国 
（首都圏）

向け 

 

 

対面 

ジャパンクリエーション繊維総合見本市

（日本ファッション・ウィーク推進機構） 

ギフトショー 

（㈱ビジネスガイド社） 

いしかわ百万石物語・江戸本店 

（石川県アンテナショップ） 
オンライン インターネットビジネスマッチング

（日本政策金融公庫） 

 

県内（北

陸三県）向

け 

 

対面 

かなざわマッチング商談会 

（金沢商工会議所） 

しんきんビジネスフェア 

（北陸地区信用金庫協会） 
オンライン 石川新商品カタログ 

（石川県産業創出支援機構） 

 

 

 

消費者向け販売 

（B to C） 

 

全国 
（首都圏）

向け 

 

対面 

ニッポン全国物産展 

（全国商工会連合会） 

関東かほく会物産展 

（関東かほく会） 
オンライン ニッポンセレクト.COM 

（全国商工会連合会） 

県内（北

陸三県）向

け 

対面 “じばさんギャラリー”への地場産

品展示（石川県産業創出支援機構） 
オンライン お店ばたけ 

（石川県産業創出支援機構） 

 

③目標数値 
支援内容 現状 28年度 29 年度 30年度 31 年度 32 年度 

物産展・イベントの出展事

業者数 

20 25 25 30 40 40

商談件数 

（内、成約数） 

120

(5)

130

(6)

130

(6)

140

(8)

140 

(8) 

150

(10)

 

４）IT を活用した自社情報の発信による販路開拓支援 

  ①目的と効果 

   ・昨今、IT の普及によって、小規模事業者にとってもホームページ等を用いた

オンラインでの販売促進策は必須となっている。繊維・鉄工など製造業にお

いては、新規取引に際して、会社概要、保有設備等をまずホームページで確

認することが当たり前になりつつある。即ち、ホームページがないとそれだ

けで取引が成立しないことになる。しかしながら、IT ツールを使いこなせる

人材が不足していたり、資金面でホームページの作成が困難な事業者が、未
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だに多数存在しているのが現状である。 

・これらを踏まえて、当会では、無料で簡単に利用できる IT ツールの活用方法

を周知、支援することで、管内の小規模事業者の自社情報の発信を支援し、

販売促進に寄与する。 

②支援内容 

 ・ホームページ無料制作ツールの「SHIFT（運営：全国商工会連合会）」や「Jimdo」

を活用して、事業者のホームページ作成を支援する。ホームページのコン

テンツには、企業概要、保有設備、および商品・サービスの PR を行う。ま

た、アクセス解析を導入し、訪問者の閲覧時間、興味を持ったページなど

を解析し、ニーズ分析をおこなうことで、新商品開発の際の一助とする。 

・作成に当たっては、経営指導員が中心となって支援するが、必要に応じて専

門家派遣制度にて IT コーディネータを派遣し、助言・指導を仰ぐ。 

 

③目標数値 
支援内容 現状 28年度 29 年度 30年度 31 年度 32 年度 

ホームページの作成支援

先 

2 3 3 4 4 5

成約数 0 1 1 2 2 3

 

５）繊維地場産業の再生及び発信による市場の開拓 

   ①目的 

    かほく市は日本有数の繊維資材生産地であり、繊維産業は地域の雇用・経済面

を支えている重要な産業（商工会員数の２５％が繊維産業）である。しかし、現

状は以下のように、繊維事業者数、製品出荷額の減少に歯止めがかからない状況

にある。 

 
 平成 23 年 平成 24 年 平成 25 年 平成 26 年 平成 27 年

かほく市内繊維事業者数 446 431 423 395 322

かほく市内繊維事業者の

製品出荷額（億円） 

272 295 268 -  - 

※かほく市内繊維事業者の製品出荷額は、従業員４人以上の事業所の合計 
 石川県統計協会「石川県の工業 平成 23～25 年」（平成 26 年、27 年は現時点で未発行） 

 

本事業の目的は、繊維産地として世界的に有名なイタリアのコモ市にならい、

かほく市の繊維産地を再生、日本の「コモ」として発信し、販路開拓、販売促進

により、事業者の事業継続、繊維産地の持続を図ることにある。 

コモ市は、かつてはネクタイ等の先染織物産地として有名であったが、今日で

は後染織物が主流である。織り上げた生地に染色やプリントを施した衣服やスカ

ーフなどを生産しており、アルマーニやグッチ、プラダ等のイタリア・モード・

ファッションの供給基地でもある。  

    コモ産地にはおよそ 2,400 の繊維関連企業が集積しており、絹糸の大部分は中

国からの輸入に依存しているが、糸加工、織物、染色等の加工は全て産地内で行

われ、各工程に専門業者が存在する。かほく市は、糸加工、織物、染色等の加工
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等、産地として共通する部分が多く、コモ市にならってかほく市の繊維産業の再

生をめざす。 

 

②支援内容 

 ・下請け、受け身の営業姿勢から、市場を創出するぞ！との意気込みを持つ繊維

業者を各種セミナー開催、巡回・窓口支援により、掘り起し、重点支援繊維事

業者とする。 

・上記の１）かほく市新製品・特産品開発事業の活用、２）かほく市アンテナシ

ョップを活用した販路開拓、３）物産展等イベントの周知・活用、４）IT を活

用した自社情報の発信による販路開拓支援を事業所に伴走して実施する。 

・平成１２年、かほく市で開校した石川県立看護大学との交流を通じ、看護・介

護の分野でゴム入り繊維製品を素材とした商品提案ができないか情報交換を重

ねてきている。ゴム繊維の非衣料分野に関する製品開発例として健康グッズ「楽

しい輪」（下図参照）や介護用品がある。石川県繊維資材組合および石川県工業

試験場との連携を深め、新製品開発を加速させる。 

 

 

 

 

 

 

・ 繊維資材産地であることを全国に発信する場づくりを行う。 

<具体例＞ 

ⅰ全国各地の繊維資材組合の全国大会（２年に１度）をかほく市に誘致する 

ⅱ全国の繊維産地に呼び掛けて、繊維資材以外に織物、レース、ボタン等の様々

な業種を集めて、繊維産地の現状と将来展望について意見交換する「せん

い・サミット in かほく」を開催する。 

ⅲ定期的に産学官交流の場を設けて「明日の商品」を企画する。 

・ 大学研究室と繊維業者との商品化委員会チームを結成、商品化を加速させる。

 

③効果 

 ・かほく市繊維産地（キャッチフレーズは「繊維資材の宝庫 かほく市」）を全

国に発信することで、認知度アップ、問い合わせの増加、販路開拓、販売促

進が図れる。また、重点支援繊維事業者の売上増加は、その他の繊維事業者

や鉄工業等他の製造業者への波及効果があり、かほく市事業所全体の底上げ

につながる。 
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④目標数値 
支援内容 現状 28年度 29 年度 30年度 31 年度 32 年度 

商品化委員会開催数 0 1 1 2 2 2

重点支援繊維事業者数 18 20 22 24 26 28

重点支援繊維事業者の 

売上増加率 

- +1% +1% +1% +1% +1%

   ※重点支援繊維事業者の売上増加率は、毎年＋１％を見込む。 

 

II.地域経済の活性化に資する取組 

１． 地域経済活性化事業 

平成１６年３月かほく市が誕生し、かほく市、自治会、公民館、その他地域団体等

との連携で、かほく市まつり実行委員会を組織、今後の地域経済活性化の方向性を

検討、外部環境の変化を踏まえた年４回のイベント「かほく四季まつり」を実施し

ている。 

定期的な委員会の検討で、各イベントを見直し、更なる魅力向上策を実施するこ

とで、地域内事業者の商品・サービス・技術・取り組みや地域資源を積極的に来場

者や地域住民へPRすることにより、地域のブランド化、にぎわい創出等による地域

経済活性化をはかる。 

   なお、現状においては、一過性の効果を得るに留まっているイベントもあり、本

事業により、イベント期間終了後においても継続的に地域消費につながる仕組みづ

くりを関係者と検討・実行していくことで、地域経済の活性化につなげていく。 
 
 
（１）外部環境を踏まえた地域活性化対策について 

１）かほく四季まつり「桜まつり」の実施 

・市内商工業者、かほく市観光物産協会、行政、石川県立看護大学が連携し、運営

委員会を開催。地域の賑わい醸成および商店街の魅力向上を目的とし、かほく四

季まつり「桜まつり」を今後も継続的に開催していく。 

・「桜」は、かほく市の将来の発展と市民の融和を願うシンボルであり、それに

因んで「桜まつり」を４月初旬に実施している。当日は市内業者１２店舗が出

店、「桜」を植栽、若木の配布も行い、約１万人の人出でにぎわっており、消費

の拡大をはかる。 
・出店店舗は、主に商業・サービス業者であり、新商品のPRに役立っている。本

事業では、アンケート調査等で商品のニーズ調査を行い、新商品の開発作りの

一助にする。 

・目標数値 
支援内容 現状 28年度 29 年度 30年度 31 年度 32 年度 

かほく四季まつり「桜まつ

り」出店事業者数 

12 13 13 14 14 14

来場者数 

 

10,000 11,000 11,000 12,000 12,000 

 

13,000
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２）かほく四季まつり「サマーフェスタ in かほく」の実施 

・かほく市、市内商工業者、石川県漁業協同組合南浦支所、大海川漁業協同組合、

観光物産協会、交流都市の香川県高松市、災害時の相互応援に関する協定を締

結している長野県駒ケ根市、石川県立看護大学と連携して、「サマーフェスタ in 

かほく」を継続的に開催していく。 

・毎年、7月末～8月初めの土曜日に、市内３会場で、「ビーチフェスタ（地曳網

体験、ビーチサンダル跳ばし、スイカ割り体験）」、「リバーフェスタ（大海

川での鮎つかみ）」、「キャッツフェスタ（猫の仮装・ダンス競技）」を開催。

市内の商業・サービス業者に加えて繊維など製造業者、建設業者も出店。かほ

く市外からの来場者も多く、３万人の人出でにぎわっており、消費の拡大、賑

わいの創出に役立っている。 

・今後の取り組みとして 

①繊維・鉄工など製造業者の出店の呼びかけ 

 現在繊維業者５社が１つのブースで自社商品を出店している。かほく市外から

の来場者が多く、自社製品の需要調査、ニーズ調査として役立っており、出店

者を増やす。 

②建設業者の出店による業界PR 

 建設業者は人手不足であり、イベント内で体験コーナー（高所作業車やフォー

クリフトなど建設重機の乗車体験、建築工具を使った実演・体験）を通して、

多くの若者を中心に業界に対する理解を深めてもらい、人手不足の解消の一助

にする。 

 

③商業・サービス業者の出店の増加 

 ぶどう、長いも、かほっくり（さつまいも）、海産物など地域の特産品の加工

品販売を通じて、販路拡大をはかる。 

 

・目標数値 
支援内容 現状 28年度 29 年度 30年度 31 年度 32 年度 

かほく四季まつり「サマー

フェスタ」出店事業者数 

26 28 28 30 30 32

出店製造事業者数 5 6 6 7 7 8

来場者数 

 

30,000 31,000 31,000 32,000 32,000 

 

33,000

 

 

３）かほく四季まつり「かにカニ合戦」の実施 

・かほく市は「石川産ブランドずわいがに」である「加能がに」の取扱量が石川県

で一番多い。かほく市、商工業者、観光物産協会、JA石川かほく、関東かほく会

と連携し、「かにカニ合戦」イベントを継続的に開催していく。 

・石川県のかに漁解禁に合わせた11月中旬に「かにカニ合戦」イベントを、かほく

市中心部の施設であるかほく市中央図書館会場で開催する。事前にかにの予約を
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受け付け当日会場まで取りに来てもらうなど集客にむけての取り組みを行ってい

る。「かに」には大きな魅力があり、石川県内全域や近隣県などからの集客がで

き、１万人の人出でにぎわっている。PR方法や販売商品の見直しなど、さらなる

工夫でかほく市外からより一層多くの消費者を呼び込み、観光振興並びに商工業

者の商業振興の拡大を図る。 

・関東かほく会と連携し、かに漁解禁に合せて、首都圏で、かに及びかほく市の商

品・特産品を販売、PR及び販路拡大、需要動向調査、ニーズ調査を行い、販売拡

大を図る。 

 

・目標数値 
支援内容 現状 28年度 29 年度 30年度 31 年度 32 年度 

かほく四季まつり「かにカ

ニ合戦」出店事業者数 

9 10 10 11 11 11

来場者数 

 

10,000 11,000 11,000 12,000 12,000 

 

13,000

 

 

４）かほく四季まつり「冬の味くらべ～あったか雑炊鍋まつり～」の実施 

・かほく市、JA石川かほくと連携して、「冬の味くらべ～あったか雑炊鍋まつり～」

を継続的に開催していく。 

・1月中旬から2月中旬まで市内の登録飲食店が雑炊、鍋の各店自慢のオリ

ジナルメニューを提供する。登録店舗２６店舗（雑炊３５種類、鍋

１８種類）ではスタンプラリーを実施しており、複数の店で食事さ

れた方には、かほく市内で使える共通商品券をプレゼントし、かほ

く市内での消費拡大をはかる。  
・今後は、石川県立看護大学と連携、専門家も交えて雑炊・鍋のメニ

ュー開発にさらに積極的支援を行い、雑炊、鍋の種類の増加、PRを
行い、市外からの一層多くの消費者を呼び込み、飲食店の振興拡大

をはかる。 

 

・目標数値 
支援内容 現状 28年度 29 年度 30年度 31 年度 32 年度 

かほく四季まつり「冬の味

くらべ」出店事業者数 

26 27 27 28 28 29

雑炊、鍋のオリジナルメニ

ューの種類 

53 54 54 55 56 

 

56
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III.経営発達支援事業の円滑な実施に向けた支援力向上のための取組 

1. 他の支援機関との連携を通じた支援ノウハウ等の情報交換に関すること 
(1) 石川県商工会連合会での支援会議 
石川県商工会連合会主催で開催される各種会議において、他商工会と小規模事業

者支援に関する情報交換やノウハウの共有と連携を図る。 
 

(2) 支援機関との情報交換 
石川県産業創出支援機構、石川県よろず支援拠点連絡会議との交流を通じて企業

支援の事例や支援ノウハウについて情報交換を行う。 
 

(3) かほく市との連絡会議・金融機関との連絡会議 
かほく市が策定する５ヶ年基本計画との整合性を保ち、市内の商工事業者に役立

つ情報共有化を図る。また、金融機関との景況・金融状況を情報交換、支援事例

や現況を踏まえた支援方策についての情報を得る。各方面な情報交換で小規模事

業者への支援に役立てる。 
 

2. 経営指導員等の資質向上等に関すること 
   (1)経営指導員研修会への参加 

  石川県商工会連合会主催の経営指導員研修会、全国商工会連合会主催の経営指
導員全国研修会へ参加を基本として、定期的に最新の情報や小規模事業者への支

援ノウハウを習得し巡回、窓口相談等の支援時に活用する 
 

(2)中小企業大学校の活用 
中小基盤整備機構が主催する中小企業支援担当者向け研修に参加することで、

小規模事業者の売り上げアップ、利益を確保することを重視した支援能力向上

を図る。 
 

(3)部会内研修の実施 
 中小企業診断士を講師に招いた研修会、および小さな事業者に特化した戦略教
材 DVD（自習が可能）を活用することで、経営指導員の着眼力向上と事業者
に応じた支援能力向上を図る。 

 
(4)部会内で「見える化ツール」を検討する。 
中小企業診断士を交えて経営指導員及び女性の視点を取り入れるため経営支

援員とで効果性の高い「見える化ツール」を検討する。過去の分析は最低限に

とどめ、現状認識と先行管理に結びつけやすいよう、一目でわかりやすく工夫

した資料を検討する。見える化資料はファイリングして常時閲覧できる状態に

しておくことで、経営指導員間での情報共有化を図る。定期的に見直しをかけ

る事で有効性を高めてゆく。 
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支援内容 現状 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度

研修会への参加のべ人数 12 12 16 18 18 20

中小企業大学校の活用数 0 1 1 1 1 1

職員研修会の開催数 2 2 24 24 24 24
「見える化ツール」検討会 未実施 2 3 3 3 3

 

 

 3.事業の評価及び見直しをするための仕組みに関すること 

 

 ①毎年度、本計画に記載の事業の実施状況及び成果等について、以下により評価・

検証を行う。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
②外部有識者を交えた事業評価委員会において、評価・見直しの方針を決定する。 
③事業の実施にあたっては、ＰＤＣＡサイクルを意識した行動を行う。 
④事業の成果・評価・見直しについては理事会へ報告し、承認を受ける。 
⑤事業の成果・評価・見直しの結果について商工会の会報誌「商工かほく」に掲載す

るとともに、かほく商工会のホームページ（http://www.kahoku.biz/）で公表する。
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（別表２） 

 経営発達支援事業の実施体制 

経営発達支援事業の実施体制 

（平成２８年４月時点）

（１）組織体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２） 連絡先 

 
 〒929-1215 石川県かほく市高松ク 42 番地 1 

 かほく商工会、経営発達支援事業担当課 

 電話番号：076-282-5661 

 FAX 番号：076-282-5663 

 メールアドレス:kahoku@shoko.or.jp 
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（別表３） 

 経営発達支援事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法 

                                  （単位 千円） 

 
28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 

必要な資金の額  3,800   7,600   7,600   9,300   9,300

 

 
小規模事業者対策事業 
(経営発達支援事業) 

 

市場調査・分析費 

 

講習会研修会開催費 

 

展示商談会事業費 

  

地域活性化対策費 
(各種催事運営事業) 

資質向上事業費 (ス
キルアップ事業) 

 

 

 

 

 

  200

  200

2,800

500

  100

 

    400

    400

5,600

1,000

200

 

400

400

5,600

1,000

200

 

 

 

 

 

600 

 

 

500 

 

 

7,000 

 

 

 

1,000 

 

 

200 

 

 

 

600

500

7,000

1,000

200

（備考）必要な資金の額については、見込み額を記載すること。 

調達方法 

 

全国連補助金・県補助金・町補助金・会費収入・手数料等収入、各種事業収入 

 

（備考）調達方法については、想定される調達方法を記載すること。 
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（別表４） 

 商工会及び商工会議所以外の者と連携して経営発達支援事業を実施する場合の連携に

関する事項 

連携する内容 

I. 地域の経済動向調査、需要動向調査、経営状況の調査・分析 

石川県、かほく市、金沢市、JA かほく、支援機関 

 

II. 事業計画策定、事業計画策定後の実施支援 

支援機関、非会員民間企業 

 

III. 事業承継に関する支援 
金融機関、支援機関 

 

IV. 地域経済の活性化 

かほく市、金沢市、JA かほく、大学など教育機関、民間企業、関東かほく会 

道の駅「高松」 

 

 

V. 支援力向上に関する事業 

支援機関、金融機関 

 

 

 

連携者及びその役割 

 

 

 

 

 

 

Ⅰ．地域の経済動向調査において、中小企業基盤整備機構 北陸本部と連携し中小企業

景況調査・景況レポート結果を踏まえ小規模事業者の各業種別の課題抽出をおこない経

済市場の動向等に効果的に反映させる。 

Ⅱ．事業計画策定支援において、各種セミナーを開催するにあたりテーマに沿った講師

派遣や特に小規模事業者の経営状況の重要性を認識してもらうため中小企業基盤整備機

構 北陸本部の専門家指導実績やノウハウ・統計データ等の情報を活用し連携による、

小規模事業者の生み出す商品や技術・経営ノウハウ・財務内容などの強みや弱みの把握

を効果的に実施することが出来る。 

Ⅱ．事業計画策定後の実施支援において、専門家派遣については、巡回訪問やセミナー

受講者の中から、専門的な課題をサポートするため連携しテーマ別の専門家やアドバイ

ザーを派遣し効率的に具体的な実行方法を検討することが出来る。主力産業である繊維

■（独）中小企業基盤整備機構 北陸本部 

  代表者：本部長 占部 治 

〒920-0031 石川県金沢市広岡 3-1-1 金沢パークビル 10 階 

電話：076-223-5761 
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業者については相談内容に応じて地域活性化ファンド事業等の取り組みについての事業

事例や事業への取り組み、事業展開をスムーズにはかることが出来る。 

 

 

 

 

 

 

経営状況の分析に関する事業について巡回訪問や個別相談窓口、各種セミナーの開催で、

専門的な課題を有する小規模事業者に対して、石川県産業創出支援機構と連携すること

で、よろず支援拠点を活用し中小企業支援に実績のあるコーディネーターの派遣による

ワンストップでの対応や支援を行っていくことで中小企業の抱える経営上の悩みや課題

への対応策を考え、解消する支援づくりを効果的に行うことができる。 

 

 

 

 

・ 

 

Ⅴ．支援力向上に関する事業において、経営指導員等の資質向上等に関することについ

て連携することで「研修会」への参加、「職員研修会」への参加での支援ノウハウ等の情

報交換で支援力の向上や経営指導員の資質の向上を効果的にはかることができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■（公財）石川県産業創出支援機構 

  代表者：理事長 谷本 正憲 

〒920-8203 石川県金沢市鞍月 2丁目 20 番地 石川県地場産業振興センター新館 

1 階 電話：076-267-1001 

■石川県中小企業団体中央会 

  代表者：会長 山出 保 

〒920-8203 石川県金沢市鞍月 2丁目 20 番地 石川県地場産業振興センター新

館 5階 電話：076-267-7711 

■（株）日本政策金融公庫 金沢支店 国民生活事業 

  代表者：国民生活事業統括 多田 久俊 

  〒920-0919 石川県金沢市南町 6-1 朝日生命金沢ビル 4階 

 電話：076-263-7192 

■北國銀行 宇野気支店 

  代表者：支店長 木村 毅 

  〒929-1123 石川県かほく市森レ 82-30 
  電話：076-283-1106 
■北國銀行 高松支店 

  代表者：支店長 竹内 章 

  〒929-1215 石川県かほく市高松ク 15-1 
  電話：076-281-1155 
■北國銀行 七塚支店 

  代表者：支店長 谷崎 憲博 

  〒929-1171 石川県かほく市木津ロ 30-1 
  電話：076-285-1103 
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Ⅲ．事業承継に関する支援として、地元金融機関と連携し顧客を対象とした商談会やビ

ジネスマッチングによる新しい販路拡大をはかるとともに、経営状況分析をもとに市場

調査や経済動向の把握を行った結果を踏まえた新たな顧客や市場へのアプローチを効果

的に行うことが出来る。 

Ⅴ．支援力向上に関する事業として、経営指導員等の資質向上等に関することについて

連携し情報交換等を行い、地域小規模事業者の金融相談に対する支援策、経営上の悩み

に対する課題解決策など効果的に支援力の向上をはかる。 

 

 

 

 

 

 

主に健康、看護、介護の分野で、かほく市内製造事業者、グループとの共同商品開発や

情報交換による連携をはかり、新製品の開発、新サービスの提供につなげていく。 

■北陸銀行 かほく支店 

  代表者：支店長 村井 和彦 

  〒929-1215 石川県かほく市高松ツ 57 
  電話：076-281-1101 
■北陸銀行 津幡支店 

  代表者：支店長 中川 雅弘 

  〒929-0326 石川県河北郡津幡町清水イ 125 
  電話：076-281-1101 
■金沢信用金庫 宇ノ気支店 

  代表者：支店長 小柄 健 

  〒929-1125 石川県かほく市宇野気ト 115-29 
  電話：076-283-2156 
■のと共栄信用金庫 宇ノ気支店 

  代表者：支店長 稲葉隆宏 

  〒929-1126 石川県かほく市内日角 4丁目 14 
  電話：076-283-3955 
■のと共栄信用金庫 七塚支店 

  代表者：支店長 稲葉隆宏 

  〒929-1125 石川県かほく市松浜イ 65-3 
  電話：076-283-4646 
■興能信用金庫 高松支店 

  代表者：支店長 中田 敦 

  〒929-1215 石川県かほく市高松ム 81-19 
  電話：076-281-2181 

■石川県立看護大学 
  代表者：学長 石垣 和子 

〒929-1210 石川県かほく市学園台 1-1 

電話：076-281-8300 
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小規模事業者にとって、下請けとしての製品製造だけでは今後益々厳しい状況が想定さ

れる。下請けから脱却、商品開発を進めるためには商品企画・デザインがより重要とな

り、かほく市内製造事業者、グループとの共同商品開発や情報交換による連携をはかる。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
かほく市は繊維資材の日本有数の産地であり、連携することでかほく市内製造事業者、

グループとの共同商品開発や情報交換による連携をはかり、新製品の開発につなげる。

特に、石川県繊維資材工業組合はかほく市地内にあり、身近な存在として、密接な連携

をはかる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
両社ともかほく市を代表する企業であり、㈱ＰＦＵはスキャナの製造世界一、㈱富士通

ＩＴプロダクツは、世界最高水準のスーパーパソコン「京」の開発で有名。共同商品開

発や情報交換はもちろん、小規模事業者による工場見学の場を設けるなど、５Ｓ活動、

品質管理など製品開発以外の周辺の優れた面を吸収し、小規模事業者のレベルアップに

■金沢美術工芸大学 
  代表者：学長 前田 昌彦  
〒920-8656 石川県金沢市小立野 5-11-1 

電話：076-262-3531 

■（一社）石川県繊維協会 
  代表者：会長 伊藤 靖彦 

〒920-8203 石川県金沢市鞍月 2-20 

電話：076-267-2171 

■（株）繊維リソースいしかわ 

  代表者：会長 谷本 正憲 

〒920-8203 石川県金沢市鞍月 2-20 

電話：076-268-8115 

■石川県繊維資材工業組合 

  代表者：理事長 中村 修一 

  〒929-1177 石川県かほく市白尾ロ 44-1 

  電話：076-283-1154 

■（株）ＰＦＵ 
  代表者：社長  長谷川 清 
〒929-1192 石川県かほく市宇野気ヌ 98-2 

電話：076-283-1212 

■（株）富士通ＩＴプロダクツ 
  代表者：社長 菅野 敏彦 
〒929-1196 石川県かほく市笠島ト 1-1 

電話：076-285-2331 



 ３２

つなげる。 
 
 
 
 
 
 
 
ルビーロマン（石川県特産のぶどう）、紋平柿、かほっくり（かほく市特産のさつまいも）、

長いも等かほく市の特産品の販路開拓支援が求められている。販路開拓に実績のあるＪ

Ａ石川かほくと連携し商品開発、販路開拓両面での支援を行う。 
 

 
 
 
 
 
 
  関東かほく会とは、毎年東京とかほく市交互に交流会を開催している。連携することで、

関東地区の販路開拓につなげる。 

 

 

 

 

 

 

  

 かほく市、ＪＡ石川かほく、かほく市商工会の３団体が出資。かほく市のアンテナショ

ップとしての役割を担う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ＪＡ石川かほく 
  代表者：代表理事組合長 井上 信一 
〒929-0326 石川県河北郡津幡町字清水チ 329 

電話：076-288-3331 

■関東かほく会 

  代表者：会長 村田 外喜男 

〒150-0044 東京都渋谷区円山町 20‐1 新大宗円山ビル 3階 

電話：03-3496-5677 

■㈱高松レストハウス（道の駅「高松」） 

  代表者：社長 油野 和一郎 

  〒929-1211 石川県かほく市二ツ屋フ 16-3 

  電話：076-281-2221 



 ３３

連携体制図等 

 

I. 地域の経済動向調査、需要動向調査、経営状況の調査・分析 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. 事業計画策定、事業計画策定後の実施支援 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. 事業承継に関する支援 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ３４

 

 

IV. 地域経済の活性化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. 支援力向上に関する事 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


